
ちひろ美術館・東京
美術館だより　　　
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　「昭和」という時代は、１９２６年１２月から

１９８４年１月までの６２年と２週間。文字通

り、２０世紀の真ん中に位置しています。

いわさきちひろは、１９１８年（大正７）１２

月１５日に生まれ、大正デモクラシーの風

が吹く中で子ども時代を送り、日本が戦

争へと突き進んでいく時代に青春を過ご

しました。戦後、国の再生とともに子ど

もの本の世界で活躍をしますが、１９７４年

（昭和４９）に、５５歳という若さでこの世

を去ります。その生涯はまさに激動の昭

和という時代と重なり合っていたといえ

ます。軍属の家庭での恵まれた少女時

代。旧弊な家族制度の犠牲ともいえる不

幸な結婚。そして、画家としての自立と

葛藤。それら全てを包み込み、昇華させ

ていわさきちひろの絵は生まれました。

　本展では、初期から最晩年までの作品

を紹介するとともに、愛用の洋服などを

展示し、いわさきちひろが生きた時代と

絵に託した願いを紹介します。
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　敗戦の翌年、１９４６年５月、いわさきち

ひろは画家を志して疎開先の信州・松本

から単身で上京しました。戦争の傷跡も

深い東京でひとり、挿絵も描く新聞記者

として仕事をしながら、絵の勉強をし、

自立の道を歩みはじめます。

　戦争が終わり、取り返しのつかないほ

どの犠牲を払って、日本は二度と戦争を

しないことを新しい憲法に誓いました。

次代を担う子どもたちは、希望に満ち

て、新憲法を学び、平和の意味と尊さを

教わりました。ベビーブームを迎え、戦

後の日本は子どもであふれていました。

実際、１４歳以下の子どもの数を比較する

と、２００８年がおよそ１８００万人であるのに

対して、昭和２２年（’４７）には２７６０万人、

３０年（’５５）には２９８０万人近い子どもが

いました＊。　ちひろが画家として活躍し

はじめたのは、まさにこの頃。未来を担

う子どものために、良質の文化や教育、

そして子どもの本が求められ、そんな時

代がちひろを求めていました。

　１９５０年、若きコミュニスト松本善明と

結婚したちひろは、翌１９５１年４月に母と

なり、わが子をモデルにたくさんの子ど

もの絵を描きはじめます。はじめて手が

けた絵本『ひとりでできるよ』には、青

いサロペットをはいた男の子がお姉さん

と登場しますが、その姿は、一人息子の

猛と幼馴染みのようにして育った姪の明

子の姿を彷彿とさせます（図２）。当時の

子どもの本のなかでは、お行儀よく可愛

い子どもが描かれることが多かったのに

対して、ちひろはわが子やその友だちを

モデルに、いっときもじっとしていない

子どもを、リアルに描き出しました。
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　暮らしはまだ決して豊かではありませ

んでした。洋服はお下がりが当たり前で

したし、着古したセーターは解いて毛糸

をヤカンの湯気にあて再生させてから子

どものセーターやベストに編み直しまし

た。ちひろのスケッチのなかにも、大人

物の下着を縫い縮めて着ている幼い息子

の姿があります。大人たちは節約をし

て、少しでもよいものを子どもに着せ、

少しでもよい教育や文化を与えたい、と

懸命に働きました。自分の子ども時代に

は見たこともないような美しい絵本を子

どもに与え、子どもの喜ぶ姿に親は胸を

膨らませたものです。

　子どもたちは、おもちゃやゲームがな

くても、空き地をみつけ、空き缶や石こ

ろで遊びました。かくれんぼ、鬼ごっ

こ、陣取り、縄跳び、缶蹴り、木登り

……。遊びに事欠くことはなく、子ども

は家の手伝いの合間を縫ってよく遊んだ

ものです。

　１９５０年、隣国で起こった朝鮮戦争が特

需をもたらし、日本は奇跡といわれた経

済復興を遂げます。生活も少しずつ豊か

になり、栄養状態も改善されて、あかぎ

れで頬っぺたを赤くした子どもの姿も、

昭和３０年代の後半には、次第に見られな

くなっていきました。ちひろの絵のなか

でも、お洒落な女の子がたくさん登場し

てくるようになります（図４）。
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　絵のなかで子どもたちにどんな洋服を

着せるかと心を砕いていたちひろは、自

身も若い頃からおしゃれが好きで気をく

ばっていました。残された洋服や小物類

は、ちひろのセンスを伝えてくれます。
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　経済の発展は出版の世界にも影響を与

え、市場を拡大させ、印刷技術の革新を

実現しました。それまでは難しかったち

ひろのにじみやぼかしの印刷も可能とし

ます。時代がちひろを後押しします。

　数多くの優れた文学や児童文学も生ま

れました。ちひろは、石井桃子の『ノン

ちゃんくもにのる』（図７）、川端康成の

『伊豆の踊り子』（図９）など、多くの

物語に絵を描いています。浜田廣介が文

章を書いた絵本『あいうえおの本』（図６）

は、当時としては画期的な真っ赤な表紙

で、注目を浴びました。中はフルカラー

とはいかず２色でしたが、墨と黄、赤、

青を組み合わせ、変化に富んだ画面を工

夫しています。浜田の文章は、日本語の

美しさを、今に伝えています。
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　１９００年、スウェーデンの教育学者エレ

ン・ケイは、「２０世紀は子どもの世紀」

と宣言しました。しかし、その２０世紀は

戦争の時代でもありました。かつて、人

類が経験したことのないほどの命が、と

りわけ、多くの子どもが犠牲になりまし

た。広島、長崎、そしてビキニ環礁に投

下された核兵器、ベトナムに大量にまか

れた枯葉剤など。その被害は、今日も続

いています。

　１９４５年５月２５日、中野の家を焼かれ、

炎のなかを逃げ惑い、九死に一生を得た

ちひろは、戦争の一番の犠牲者が子ども

であることを実感していました。そんな

ちひろにとって、被爆した子どもの詩や

作文に絵を描いた『わたしがちいさかっ

たときに』（図１０）は、その後の絵本『母

さんはおるす』『戦火のなかの子どもた

ち』とともに、戦争の悲惨さを伝え、平

和を希求する大切な仕事でした。
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　後年、いわさきちひろは経済の発展と

引き換えのように多くのものを失いつつ

ある状況を憂い、「絵本の中で、今の日本

のやさしさや、美しさを描こうと思って

います。それを子どもたちに送るのが私

の生きがいです」と語り、さらに「世の

中がどんなにみにくくてもそれにうちか

つ生きがいは、若もののなかにこそある

いと思います」と結びました。その言葉

が示すとおり、いわさきちひろはいつも

世のなかの現実を見つめ、また、決して

希望を失うことのない人でした。生涯に

描いた作品は１万余点。そのほとんどが

子どもを描いたものです。

　その絵は、いつの時代にも変わること

のない真実、子どもは愛らしく、愛さず

にはいられない存在であり、私たちの未

来は子どもたちのなかにこそあると、今

も語り続けています。　　　（竹迫祐子）

●展示室1・2・3・多目的展示ホール

●2009年5月13日（水）～7月12日（日）

出版記念展　ちひろの昭和

＊総務省統計局「人口統計年報」による

ファーで縁取りがされた
コートとおそろいの
ファーの帽子
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●展示室1・3・多目的展示ホール������
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●展示室2��������

＊多目的展示ホールでは
昭和２７年に練馬区下石神
井（現ちひろ美術館・東
京所在地）に建てられた
ちひろの家の一角を復
元。愛用の服なども展示
し、昭和の時代を生きた
ちひろのくらしを紹介し
ます。
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昭和３０年代から４０年
代の子どもたちの暮
らしや、懐かしい商
店街、ファッション
などを描いた作品を
展示します。

ちひろは絵本や絵雑誌、文学全集な
どで、多くの児童文学作家の作品に
絵を描きました。ちひろの絵を通し
て、昭和の子どもたちが親しんだ文
学の数々を紹介します。
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活動報告
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①第一部は松本猛による講演「ちひろと

一茶をつなぐもの」。小林一茶をこよな

く愛していたちひろのエピソードを、ス

ライドを交えながら、お話ししました。

②２００９年度の東京・安曇野のちひろ美術

館の展示、イベントなど、活動予定につ

いてご紹介しました。懐かしい昭和の記

憶がよみがえる「出版記念展　ちひろの

昭和」、今年の見どころ、東京の秋の展示

「ちひろとローランサン」展ほか、館外

展や新刊書籍の告知も。

③ちひろ美術館・東京副館長、松本由理

子より、ちひろの没後３５年を迎えるにあ

たって、これからの美術館の展望と、友

の会制度の変更についてお話しました。

④第二部はカフェにて茶話会を開催。思

い思いにくつろぎながら歓談のひととき

をすごしました。

⑤最後はグループに分かれて記念写真の

撮影をし、なごやかな雰囲気のなか、お

開きとなりました。　　　　（�永美幸）

３月１４日（土）２００８年度　友の会交流会報告

＊本展開催に合わせ、コレクションを収
録した画集『ちひろＢＯＸ２　世界の絵
本画家たち（仮）』（ちひろ美術館・編　
講談社）も刊行予定。

＜予告＞ちひろ美術館コレクション～ミリオンセラーの絵本原画と世界の絵本画家たち～
●2009年7月１1日（土）～8月30日（日）　 於：損保ジャパン東郷青児美術館

主催：損保ジャパン東郷青児美術館・朝日新聞社・ちひろ美術館
企画協力：（株）アート・ベンチャー・オフィス　ショウ

　ちひろ美術館は、世界最初の絵本専門

美術館として、すぐれた子どもの本のイ

ラストレーションを貴重な文化財のひと

つとして位置づけ、原画の収集・保存に

努めてきました。現在ちひろ美術館コレ

クションは、３０カ国１９４人の画家による

約２６５００点の作品（２００９年４月現在）に

及び、戦後の絵本原画のコレクションと

しては最大のものといわれています。

　この夏、損保ジャパン東郷青児美術館

（東京・新宿）で、ちひろ美術館コレク

ションより約７０人の画家による１２０点の

作品を厳選した展覧会を開催します。出

品作家には国際アンデルセン賞画家賞受

賞者であるモーリス・センダック（アメ

リカ）、タチヤーナ・マーヴリナ（ロシ

ア）、赤羽末吉（日本）、ドゥシャン・カ

ーライ（スロヴァキア）、クヴィエタ・

パツォウスカー（チェコ）、クラウス・

エンヅィカート（ドイツ）、アンソニー・

ブラウン（イギリス）、ロベルト・イン

ノチェンティ（イタリア）をはじめ、ブ

ラティスラヴァ世界絵本原画展（ＢＩＢ）、

野間国際絵本原画コンクールなど、国際

的な絵本賞の受賞者が多数含まれます。

　また、世代を超えて読みつがれ、ミリ

オンセラーとなった絵本の原画も展示し

ます。あかちゃんの絵本として圧倒的な

人気を誇る『いないいないばあ』（松谷

みよ子文　瀬川康男絵　童心社）や『お

ふろでちゃぷちゃぷ』（松谷みよ子文　い

わさきちひろ絵　童心社）。モンゴルの

大地を舞台に少年と馬との交流を描いた

『スーホの白い馬』（大塚勇三再話　赤羽

末吉絵　福音館書店）。女の子の夢の結

晶のようなすてきなワンピースが登場す

る『わたしのワンピース』（西巻茅子作

こぐま社）。動物たちが手袋に次々に入

っていく口承民話をみごとに視覚化した

『てぶくろ』（ウクライナ民話　エフゲー

ニー・ラチョフ絵　福音館書店）。印刷・

製本された絵本も魅力的ですが、画家の

筆使いや画材の工夫まで味わえるのは、

原画ならではの楽しみです。

　新宿と上井草は西武新宿線で一本。こ

の夏、東京へお越しの際には、ちひろ美

術館・東京の展覧会とあわせて、ぜひご

覧ください。　　　　　　　（上島史子）

エフゲーニー・ラチョフ
『てぶくろ』より　１９５０年　福音館書店

瀬川康男『いないいないばあ』（松谷みよ子・文）より
１９６７年　童心社

クヴィエタ･パツォウスカー
『紙の町のおはなし』より　２０００年　小学館
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＊当初予定していた絵本画家・杉田豊先生と松本猛による
対談は、都合により、松本猛の講演に変更となりました。
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松本由理子（ちひろ美術館・東京　副館長）

　今年はちひろ生誕９０年＆没後３５年。アト

リエの前でやさしく微笑みかけるちひろの

写真を日々見ていると、ちひろが生きてい

れば９０歳だったなんて、にわかに信じられ

なくなる。むしろ、一般の方々には、ちひ

ろの作品が、いちばん新しいものでも３５年

前、多くは４０年、５０年も前に描かれていた

ということのほうが驚きかもしれない。

　美術館を始めて３２年。来館される方々に

は、ちひろが生きた時代を知らない方も多

いだろう。それなのに、感想ノートには、

開館以来、「わが子の姿と重なる」「子ども

の頃を思い出す」「やさしい気持ちになれ

る」「ホッとする」「温かい、穏やかな絵に

癒される」との言葉が綴られ続けている。

　時を越え、見る人の心に「大切なもの」

を思い出させるちひろの絵。出発点は、新

聞や雑誌のさし絵だった。画家のアルバイ

ト程度にしか考えられていなかった時代

に、「一般の人の目にはいるものこそ芸術

的でなければならない」と先輩画家丸木俊

に言われ、「絵はすべての人のためにある

のだ。新聞や雑誌のさし絵は、最も多くの

人に見られるりっぱな“絵”なのだ」と目を

開かされたちひろ。人をふるいたたせるよ

うな油絵ではなく、ささやかな絵本の絵描

きとして生きた人だ。最晩年の手帳に記さ

れた言葉が心に沁みる。「やさしい絵本を見

たこどもが、大きくなっても忘れずに心の

どこかにとどめておいてくれて、何か人生

のかなしいときや、絶望的になったときに

その絵本のやさしい世界をちょっとでも思

いだして心をなごませてくれたらと思う」

　「儲ける」ことを何よりの価値として動い

てきた社会が生み出した、米国発の金融危

機。連日の「マイナス成長」「大失業時代

到来」との報道に心を押しつぶされそうな

時代だからこそ、ちひろのしなやかなやさ

しさと強さが求められるのかもしれない。

美術館

日記
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日本テレビ夜９時５４分からのミニ

番組「心に刻む風景」で、ちひろが

今日から６週シリーズで放映に。

福井・武生の生家、長野・松川村、練

馬のアトリエ、長野・信濃町の黒

姫山荘、伊豆・熱川のアトリエと

ちひろが見た風景をたどり、思い

出の場所を旅するという番組だ。

短い枠ながらもスタッフが丁寧に

撮影を重ねてくれた。どんな映像

に仕上がっているか楽しみだ。
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３月限定でドリンク券付き入館券

を発売。こんな時代だからこそ、

ゆったりカフェでくつろいだり、

ちひろの絵を楽しみながら語らう

時間を持っていただけたら……。

そんな思いで始めたこの企画。予

想以上に好評をいただいた。
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三省堂書店運営の「クラブ三省堂」

に文化施設のひとつとして加盟。

三省堂のポイントカードを美術館

の受付で提示すれば、ポイントが

貯まるというしくみ。より多くの

方が、ちひろの絵に触れるきっか

けとなれば、と思う。
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７月に損保ジャパン東郷青児美術

館で開催される展覧会に合わせ、

現在、『ちひろＢＯＸ２（仮）』の制

作が進行中。「宝箱のよう」と好評

だった『ちひろＢＯＸ』と同じく、

コンパクトながらボリューム感あ

るつくりで、美術館が収蔵する世

界の絵本画家たちの作品とその魅

力を紹介する本になる予定。
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ちひろ没後３５年の今夏の展示は、

「ちひろとローランサン」展。ち

ひろが愛したマリー・ローランサ

ンとの二人展だ。本日はその展示

のための広報会議。新たに収蔵さ

れ、初披露となるローランサン作

品をどうアピールするか、アイデ

ィアを出し合う。

��������

日野原重明『いのちのバトン』出

版記念トークの申込み受付開始。

早速メールや電話での申し込みが

たくさん入る。いのちや平和、親

子の絆について語っていただくこ

の講演、ぜひ子育て中の方々に聞

いていただければと思う。

�������	�

ブロンズ彫刻「ポニーとリトルジ

ョー」が、作家の中野滋さん立会

いのもと、中庭にお引越し。早

速、彫刻を不思議そうになでる小

さな子どもたちの姿が。ケヤキの

木もみずみずしい若葉になり、

今、美術館の庭は花ざかり。

ひとこと

ふたこと

みこと

��������

ぐるっとパスのスタンプラリー欄

を埋めるだけが目的のようなつも

りで訪れましたが……。別の世界

を知った思いです。暖かくなった

ら、また改めて（もちろん入場料

を払って）来ます。（７０歳台の男）

��������

２０歳になる障害のある息子と、２０

年ぶりに来ました。その息子がお

なかの中にいるとき、３歳の娘と

一緒に来ました。『あかちゃんが

くるひ』の絵本を買ってやり、毎

日、あかちゃんが来る日を楽しみ

にしていました。来たあかちゃん

は、重度の障害を抱えていまし

た。娘とそのあかちゃんとどこか

へ行ってしまいたいと思い、さま

よい再び美術館へ来ました。「『あ

かちゃんがくるひ』と同じあかち

ゃんが、うちにも来たね！」とい

う娘の言葉に我に返り……。２０年

間、一生懸命生きてきました。そ

の後、４人の子どもの母となりま

した。２４歳の娘は、今も宝物とし

て持っています。『あかちゃんの

くるひ』……。　（武蔵野市在住）

�������	

韓国から来た千晶蓮（チョンジョ

ンヨン）と申します。絵本の作家

になるのが夢で、ここに来ました。

いわさきちひろさんを初めて知っ

たのは、去年、韓国で彼女の絵本

を見たときです。線は単純な感じ

がしたけれど、きれいだし、人の

心を動かす力がある絵でとても感

動しました。美しい水彩絵の具の

使い方にも驚いて、いつか日本に

行ったら、必ず彼女の美術館に行

こうと思ったのです。人を幸福に

させる絵本、そんな絵本を作るの

が私の本当の夢です。　（千晶蓮）

�������	
�����

絵を見ると、頭にストーリーが浮

かびました。　（文京区１１歳女子）

＊　　＊　　＊

一枚の絵と少ない文字だからこ

そ、私の中で絵本の世界が広がり

ました。　　　　　　　　（山形）

＊　　＊　　＊

国によって絵がちがったり、人に

よっても絵がちがう！『超じいさ

ん』っていう絵本、とーってもオ

モシロカッタヨ！　フシギな絵、

カワイイ絵、おもしろい絵いろい

ろな絵があってスゴーイ。一番好

きな絵は荒井良二さんの絵でし

た。キャラクターがかわいかった

よ。ステキな絵や絵本を発見でき

ましたよ！　（東京都　１１歳小６）
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